RENGO
TOKYO
with union with you
働くあなたの労働組合

日本労働組合総連合会東京都連合会
TOKYO LOCAL OF JAPANESE TRADE UNION CONFEDERATION（RENGO TOKYO）

ごあいさつ
多様化する社会や環境に対応できる組織をめざして
連合東京は、2019年12月に結成30周年を迎えました。社会の不条理に立ち向かい
実直に労働運動を進めてきた、多くの諸先輩方の礎に、心より感謝申し上げます。
さて、この30年で私たちを取り巻く環境は大きく変化しました。持続可能な運動を進
めていくためには、次世代につなぐ取り組みを進めるとともに、中長期的な視野で連
合東京運動を進めていかねばなりません。
「私たちが未来を変える」をスローガンに、｢働くことを軸とする安心社会―まもる・つ
なぐ・創り出す―｣を推進し、すべての職場･地域から連合東京の運動を強化してまい
ります。みなさんの絶大なるご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

日本労働組合総連合会東京都連合会
会長

杉浦 賢次

地域の働く仲間たち
東京都を４つのエリアに分け、ブロック地域協議会を設置しています。
それぞれ、地域に密着した活動を行っており、様々なイベントを開催したり、連合東京の友好議員と連携し、
政策の実現に向けた要求活動を行っています。

東部ブロック地域協議会
担当地域

中南ブロック地域協議会
担当地域

葛飾区・足立区・江戸川区・江東区・墨田区・

千代田区・中央区・港区・世田谷区・品川区・

荒川区・台東区

大田区・目黒区

住所・連絡先

住所・連絡先

〒110-0015

〒108-0023

東京都台東区東上野 1-21-12 運輸労連東京会館 4F

東京都港区芝浦 3-2-22 田町交通ビル 3F

TEL：03-5688-0510 ／ FAX：03-5688-0509

TEL：03-3769-0510 ／ FAX：03-3769-0511

労働相談
9:30 〜 17:00（平日のみ）

Facebook
https://www.facebook.com/rengotobu/

労働相談
9:30 〜 17:00（平日のみ）

Facebook
https://www.facebook.com/rengo.tc/

連合東京とは ?
日本の労働組合のナショナルセンターである連合
は、全国700万人の組合員が所属する組織です。
連合東京は全国47都道府県に設置されている連

1989.11結成

日本労働組合総連合会（略称：連合）

合のローカル・センターとして、東京都内で働く
119万人
（2020年１月現在）
の仲間の支援を行っ
ています。

連合東京

47都道府県
地方連合会

（119万人）

私たちは「働くことを軸とする安心社会」の実
現をめざして、産業優先の東京を「人間優先の
東京」につくり変えていくことを大きな目標にし
ています。個人でも加入できる労働組合「連合
ユニオン東京」もその施策の一つです。また、

4ブロック地域協議会

加盟産業別
労働組合
地方関係組織

構成組織
（50組織）

29地区協議会
地域労組連絡会

加盟組織

東京都を４つのブロックに分け、それぞれブロッ
ク地域協議会を設置してより身近な活動を行っ
ています。

連合東京

公式ホームページ

杉浦会長と
連合公式キャラクター“ユニオニオン”

https://www.rengo-tokyo.gr.jp/

西北ブロック地域協議会
担当地域

三多摩ブロック地域協議会
担当地域

新宿区・中野区・杉並区・渋谷区・文京区・

三鷹市・武蔵野市・小金井市・府中市・調布市・狛江市・

豊島区・北区・練馬区・板橋区

多摩市・稲城市・小平市・西東京市・東久留米市・東村山市・
東大和市・清瀬市・武蔵村山市・国分寺市・国立市・立川市・

住所・連絡先

昭島市・八王子市・日野市・町田市・青梅市・あきる野市・
福生市・羽村市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・檜原村

〒171-0022
東京都豊島区南池袋3丁目13番16号 24-Ｈビル 4F
TEL：03-5911-0510 ／ FAX：03-5911-0303

労働相談

住所・連絡先
〒190-0012
東京都立川市曙町 2-15-20 三多摩労働会館 5F
TEL：042-529-5550 ／ FAX：042-529-5552

9:30 〜 17:00（平日のみ）

労働相談
9:30 〜 17:00（平日のみ）

Facebook
https://www.facebook.com/rengotokyosantama/

連合東京が大切にしている
7 つの取り組み

1

組織強化・拡大の取り組み

全ての働く仲間が安心して働ける環境をつくるため、労働相
談を通じて仕事のトラブルや悩みを解決できるよう努めてい
ます。また、一人でも入れる労働組合「連合ユニオン東京」
を組織して、労働組合づくりをサポートしています。

2

総合労働条件改善に向けた
取り組み

賃金・労働諸条件の向上をめざし、春季生活闘争において全
体の水準アップに向けた社会アピールを行っています。併せ
て、社会的なセーフティネットとして最低賃金の引上げに取
り組んでいます。

3

生活の質の向上をめざした
政策実現の取り組み

労働者・生活者からの声を集め、東京都および区市町村、政
党、経営者団体へ政策実現に向けた要請を行っています。ま
た、推薦・友好議員と連携し、議会での質問や意見交換を
行っています。

4

地域に根差した
顔の見える活動の推進

4つのブロック地域協議会と29地区協議会が、地域に密着した
顔の見える活動を行っています。年間を通じ、街頭行動や社
会貢献活動、地域ミーティングを開催しています。

5

平和・人権を守る活動の推進

戦争の無い平和な社会を築くため、次世代に平和の大切さを
伝える取り組みを行っています。また、一人ひとりが尊重さ
れた「真の多様性」が根付く社会の実現に向け、世論に訴え
る取り組みを進めています。

6

被災地支援・
ボランティア活動の推進

近年、多発している自然災害に対して、組織力を生かしたカ
ンパ活動や被災地支援と併せ、災害発生時に支援活動ができ
る人材育成を行っています。

7

人材育成と労働教育の取り組み

労働に関する啓発活動をはじめ、幅広い人材育成をめざし、
女性リーダーや新任役員へのセミナ―や研修を開催し、大学
では労働法制や労働組合についての寄付講座を行っていま
す。

なんでも労働相談ホットライン

0120-154-052
フリーダイヤル

いこうよ

れんごうに

仕事のトラブル、不安や悩みはすぐにお電話を！！

相談無料

秘密厳守

携帯・スマホOK

受付時間

平日9：30〜17：30

連合東京 History
1989年〜
1989.12

発足の時期
連合東京結成大会
初代の連合東京会長に和田正氏、
事務局長に木村智佑氏を選任

1990.4

女性委員会の結成
委員長に佐藤みつこ氏
（情報労連）
が就任

1991.6

快適通勤シンポジウム
快適通勤実現についてのパネルディスカッションを実施

1992.3

育児休業法キャンペーン・トークと音楽の夕べ
4月1日の育児休業法施行を前にして、
女性委員会主催で実施

1993.5

減税リレーキャンペーンを実施
「大型所得減税実施」
を求め、宣伝カーで都内を街宣行動。また、景気回復を求める行動を実施

1993.11

いなか体験隊で連合山形と交流
連合山形との交流事業で野菜の産直交流

1994.1

大蔵省へ減税要請行動
和田会長が大蔵省に5兆円減税実現を求める要請行動、大蔵省前での座りこみ行動

1995.1

阪神・淡路大震災ボランティア派遣
震災発生1月末から3月上旬にかけて多くのボランティアを派遣

1995.10

新年度新体制スタート
第4回定期大会にて森川会長、
伊草会長代理、木村事務局長の新体制スタート

1996.3

連合東京主催97植樹祭
東京都楢原村にて記念植樹祭を実施

1997.4

連合東京ボランティアサポートチームスタート
160名にのぼるチーム員にてボランティアサポートが始動

1997.12

連合ユニオン東京を結成
一人でも加入できる連合ユニオン東京を74名でスタート

1999.6

雇用創出危機突破6.9行動
補正予算実現に向け実施

2000年〜
2000.7

変わりゆく日本 怒涛の10年
三宅島火山灰撤去ボランティア
連合東京ボランティア・サポートチームが「三宅島噴火災害」による火山灰撤去作業に参加

2000.12

連合東京政治センター結成総会
雇用と生活の確保、年金・医療など要求組織拡大の前進、
都議会議員選挙・参議院選挙での勝利を含め大きな原動力となる

2002.4

連合ゼネラルアクション中央行動
“もうがまんできない、だまされない国民総行動”として銀座パレードを実施

2003.8

大規模地震対策シンポジウム（名古屋市）
地方連合会の千葉、神奈川、静岡、愛知と共に、遠藤事務局長がコーディネーターとして参加

2004.2

労働・就職相談強化キャンペーン
未加入組合へのオルグ取組強化、労働に関わる相談等対応できる体制を強化。
結果として30万件におよぶ解雇・退職勧奨、
雇い止め、長時間労働、不払い残業等の深刻な相談が
多数寄せられた

2005.7

サラリーマン大増税阻止キャンペーン
連合は給与所得控除、教育費支出が増大する世帯に配慮した特定雇用控除の廃止等、
一方的な大増税は認められないとして行動を行なった

2006.5

マクドナルドユニオン組織化会議
日本マクドナルドユニオン結成の後、全国一斉組織化行動対策会議を行った

2006.10

第9回定期大会
遠藤会長、大野事務局長による新体制スタート

2008.6

LET'S UNION WEEK
4月に非正規労働センターを設置。
未加盟組合オルグや街宣を実施

2008.11

首都圏統一帰宅困難者対応訓練
2003年から続けられているこの活動は5回目を迎え、3,080名が参加

2009.8

民主党東京都連政権交代決起集会
決着の夏! 政権交代で日本政治の歴史的な夜明けが始まった

2010年〜

次の時代に向けて

2010.12

100万人連合東京達成
精力的かつ真摯な取り組みが実を結ぶ

2011.3

東日本大震災カンパ・ボランティア派遣を実施
寄せられたカンパ金は、
全額被災地の自治体や被災された方々への支援金として寄付

2012.5

組織拡大促進セミナー
120万人連合東京へ向けてキックオフ

2013.9

労働の規制緩和を許さない連合東京行動
ねらいは「正社員ゼロ」「“生涯”ハケンで“低賃金”」に異議あり！

2014.1

東京の成長に向けた公労使会議
東京の成長・活性化につなげることを目的に開催

2014.12

全国縦断アピールリレー
北海道からスタートした「労働者保護ルール改悪阻止全国縦断アピールリレー」がゴール

2015.5

STOP THE 格差社会！

暮らしの底上げ実現キャンペーン

派遣法改悪、労基法改悪反対！広く社会へアピール

2015.9

首都大学東京寄付講座開講
全14回の寄付講座を開設

2015.10

新体制スタート
大野会長から岡田新会長へ

2017.5

パラスポーツ体験教室
共生社会の実現をめざし、パラスポーツの魅力を組合員と共有

2018.3

平昌パラリンピック視察
2020東京大会に向けて、
ボランティアを含めた課題を確認

2018.3

処遇改善・無期転換＆周知デモ行進
池袋駅東口界隈にて、賃上げや4月施行の無期転換についてアピール

2018.12

東京都中小企業振興条例が成立
白川会長代行が委員を務める有識者会議発言が実現

2019.4

みんなのメダルプロジェクトを応援
92,538個の携帯電話を東京都へ寄付

2019.10

第16回定期大会
杉浦会長・斉藤事務局長の新体制がスタート

構成組織一覧

連合東京は、加盟する50の産業別構成組織が一つになり運動を展開しています。力と力
を合わせ、労働環境の向上、働きやすい暮らしやすい社会の実現に取り組んでいます。

UAゼンセン東京都支部

労供労連東京

電機連合東京地方協議会

労済労連東京連絡会

情報労連東京都協議会

全印刷東京地区協議会

自治労東京都本部

東京国税労働組合

自動車総連東京地方協議会

全駐労東京地区本部

JAM東京都連絡会

全国労働金庫労働組合連合会

JP労組東京地方本部

日本税関労働組合東京地区本部

損害保険労働組合連合会東京

連合東京紙パ連合

基幹労連東京都本部

交通労連東京都支部

フード連合東京地区協議会

全電線東京地方協議会

東京都電力総連

国公総連関東東京

航空連合東京

全国競馬連合大井厩務員労組

私鉄東京連絡会

東京教組

サービス連合東京

港運同盟関東地方本部

運輸労連東京都連合会

森林労連東京地方連絡協議会

JEC連合東京

東京私教組

印刷労連関東南部地方協議会

自治労連東京

全国ガス東京

KPU東京地連(直加盟)

政労連東京地区連絡会議

首都圏建設産業ユニオン(直加盟)

全自交東京地方連合会

連合ユニオン東京(直加盟)

メディア労連東京支部

全国一般東京一般労働組合(直加盟)

全水道東京水道労働組合

東急ホテル労働組合(直加盟)

ゴム連合東京都協議会

全国一般東京ゼネラルユニオン(直加盟)

JR総連東京都協議会

東京都特区現業労組(直加盟)

JR連合東京都協議会

連合東京三多摩ユニオン(直加盟)
※2020年1月現在
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